
英語科 学習指導案 
 

日 時：平成２９年１１月１日（水）１０：２５～ 

場 所：５年生オープンスペース（２舎２階） 

学 級：１年Ｃ組（男子１３名 女子１３名） 

授業者：田森 朝水  

 

１ 単元名  家族にピッタリのロボットを見つけよう（１１／１３時） 
NEW CROWN ENGLISH SERIES 1 LESSON 6 My Family  

 

２ 教材観 

（１）題材について 

  本単元は、家族紹介が主な題材である。GET では、ブラウン先生の父親、母親、弟や妹の紹介が

されている。生徒は本単元で初めて他者を紹介する際に使用する３人称単数現在形を学び、自分たち

にとって身近な家族や友達、好きな有名人やキャラクター等について話すことができるようになる。 

本単元の終末の活動の中には、自分の考えたオリジナルロボットについて紹介する場面を位置付け

た。ロボットに関しては、近年、人間とコミュニケーションをとることができる「ペッパー」をはじ

め生徒にとって身近な話題も多く、興味や関心の高いものであると考えたからである。 

  そこで、本単元の終末の活動では、「ロボットコーディネーターとしてロボットメーカーにその性

能についてインタビューする」活動を設定し、生徒がより意欲をもって取り組めるようにした。 

 

（２）言語材料について 

  本単元の中心となる言語材料は次のとおりである。 

   ・主語が３人称単数で現在形の肯定文、疑問文とその応答、否定文 

    

（３）表現方法の特徴について 

本単元では、主語が３人称で単数である場合の現在形を用いて、家族を紹介したり、その人たち

について尋ねたりする。教科書本文は、より詳しく知りたいことについて質問しながら理解を深め

ているという特徴がある。例えば、GET Part 2においては、ブラウン先生の弟のピーターについて

紹介をしている。その際、ピーターの写真に写っているクリケットのバットを指して健が、What’s 

in his hand? と質問している。そこからDoes he play cricket?  Does he play baseball too? と

クリケットや野球に関わる質問を展開し、より詳しく聞き出そうとする場面が描かれている。 

またProject 2では、「友達にインタビューしよう」において、仲間についてより詳しく知ってみ

たいことを既習の疑問文を用いて聞き出すという活動が設定されている。このようなインタビュー

活動もまた、ただ何が好きなのかを聞くだけではなく、それをどのように、いつ、どのくらい、ど

こでというように１つのトピックを掘り下げて質問することで、対話を深めることを学ぶために非

常に有効である。 

つまり本単元を通して、質問をする際には、ただの質問の羅列で終わらせるのではなく、つなが

りのある質問をすることで、１つの事柄についてより深く知る方法を学ぶことができる。 

 

３ 指導観 

（１）指導事項と言語活動 

本単元では、話すこと（ウ）「聞いたり読んだりしたことなどについて、問答したり意見を述べ

合ったりなどすること」を中心に指導する。 

【指導目標】 

関心・意欲・態度 質問を織り交ぜて聞き手を巻き込むように話そうとする。 

技能 

話題 仲間が考えたオリジナルロボットについて 

内容 その特徴や機能を 

言語材料 ３人称単数現在形を含む英文を正しく用いて 

表現の方法 より詳しく知りたいことについて質問して理解しながら 

程度 ３～４往復程度の英語でやりとりすることができる。 

言語・文化の知識・理解 ３人称単数現在形の意味や用法を理解している。 



【評価規準（評価方法）】 

コミュニケーションへの

関心・意欲・態度 
外国語表現の能力 外国語理解の能力 

言語や文化に関する 

知識・理解 

・質問を織り交ぜて聞き

手を巻き込むように話

し続けている。 

（活動の観察・ 

パフォーマンステスト） 

･より詳しく知りたいこ

とについて相手に質問

することができる。 

（活動の観察・ 

パフォーマンステスト） 

 ・３人称単数現在形の意

味や用法を理解してい

る。 

（ワークシート、確認テ

スト） 

 

これらの目標・評価規準を具現するために、本単元の終末においては以下のようなコミュニケーシ

ョンを図る活動を行う。 

 

【言語活動】 

〈概要〉 

ある家族から依頼を受けたロボットコーディネーターが、オリジナルロボットを開発したロボット

メーカーにそのロボットについてインタビューし、その家族にピッタリのロボットを見つけるという

活動を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）各指導過程と指導意図 

指導すること 指導する意図・ねらい 

① 家族からの依頼文を読み取る。 依頼文から、その家族はどんな状況なのか読み取る。 

② ペアで質問の練習をする。 依頼文の内容を受け、ロボットの性能について質問し

たい内容をペアで考える。 

③ ロボットコーディネーターとロボットメーカ

ーに分かれて対話する。【Ⅰ】 

家族からの依頼に応じることができるよう、ロボット

についてより詳しく知りたいことについて相手に質問

できるようにする。 

④ 中間交流 本時のねらいに迫るための表現を確認し、後半の活動

に生かせるようにする。 

⑤ ロボットコーディネーターとロボットメーカ

ーに分かれて対話する。【Ⅱ】 

中間交流で学んだことを生かし、家族からの依頼に応

じることができるよう、ロボットについてより詳しく

知りたいことについて相手に質問できるようにする。 

⑥ 自分が受け取った依頼文の家族にはどのロボ

ットが合うと思うか交流する。 

本単元で学習した３人称単数現在形を使って、家族に

合うと思ったロボットを紹介できるか確かめる。 

 

４ 生徒観 

７月に行った英検 IBA によると、１年Ｃ組２６人中、「英検５級程度」の力をもつ生徒が１３人、
「英検４級程度」の力をもつ生徒が９人、「英検３級程度」の力をもつ生徒が３人いる。小学校６年

間の授業の中で「話す・聞く」に加え「読む」力も確実に身に付けて中学校へ入ってくる生徒が多い
ことが分かる。 

生徒は英語で話すことに意欲をもち、積極的に話そうとする生徒が多い。７月に行った英語意識調
査では、「先生や友達から、その場で与えられたテーマや質問について、知っている英語を使い、即
興で、自分の考えや気持ちをなんとか伝えることをしているか」という質問で、「している」と答え
た生徒は１３人、「どちらかというとしている」と答えた生徒は９人、「時々している」と答えた生徒
は３人であった。また、「話したいことを話すことができなくて困ることはあるか」という質問に対
し、「よくある・時々ある」と答えた生徒は学級の４０％であった。以上の結果から、多くの生徒が、
その場で思いついたことを英語で話そうと挑戦するのだが、どのように尋ねたらいいのかわからなか
ったり、語彙の不足で会話が続かなかったりする生徒もいることが分かる。 

生徒は、事前にロボットメーカーとして「人を幸せにする機能を持ったオリジナルロボット」を

作成し、その機能を英語で説明できるようにしておく。本時の活動の最初に、ロボットコーディネ

ーターとして家族から受け取る依頼文は本時が初見となるものである。その内容を読み取り、その

家族にふさわしいロボットをロボットメーカーから購入するためには、どんな質問をしなくてはい

けないのかをその場で考え、即興的にインタビューを行う活動である。 



前単元にあたる Lesson 5 では、仲間のまだ知らない秘密をインタビューして情報を集めるという
活動を行った。単元導入時に、インタビューに用いる表現をどの程度知っているか生徒に確認した結
果、Do you like ～?  What sports do you like?  Are you good at baseball?  How many ～?とい
う表現が出てきた。そこで、対話の内容をより豊かにする手立てとして、帯活動に Small Talk を位
置付け、毎回違うトピックを与え、対話を続ける練習をした。具体的には、What kind of music [food/ 

TV program / movie] do you like?  の次に What is your favorite J-pop song?と続く流れを紹介し、
その先は自分たちで考えながら話し、対話を膨らませていくように指導した。その先どんなことを聞
けば良いのか、どんな英語を使ったら良いのかわからないという生徒も多くいたため、様々な疑問文
にふれさせたり、対話を膨らませてより深く相手のことを知っていくインタビュー活動のイメージを
持てるように指導した。 

本単元では、前単元から繰り返し学習してきたインタビューするときに役立つ疑問文を活用し、必
要な情報を得るためにどんな質問をすれば良いのか即興的に考え、さらに詳しく知りたい情報を聞き
出すことができる姿を目指していく。 

 



 

 

単元指導計画  NEW CROWN 1  LESSON 6 My Family   オリジナルロボットで家族を幸せにしよう    全 13時間    多治見市立笠原中学校 

 

単元学習前の生徒の認識 

これまでにインタビュ

ーの活動は行ってきて、質

問をして情報をやりとり

するという方法は知って

いる。でも、読んだことを

元に尋ねるということは

初めてだ。どのような質問

をすればほしい情報を得

ることができるのか知り

たい。 

 中心となる指導事項 

話すこと（ウ） 

聞いたり読んだりし

たことなどについて、

問答したり意見を述

べ合ったりなどする

こと。 

本単元の指導目標 

【関】質問を織り交ぜて聞き手を巻き込むように話そうとする。 

【技】仲間が考えたオリジナルロボットについて         《話題》 

その特徴や機能を                   《内容》 

３人称単数現在形を含む英文を正しく用いて       《言語材料》 

より詳しく知りたいことについて質問して理解しながら 《表現方法》 

  ３～４往復程度の英語でやりとりすることができる   《程度》 

【知】３人称単数現在形の意味や用法を理解している。 

言語材料 

・疑問詞 

（Who, When, Where） 

・三人称単数現在形 

言語の使用場面 

b：生徒の身近な暮ら

しにかかわる場面 

・店でのやりとり 

言語の働き 

e：相手の行動を促す 

・質問する 

 単元学習後の生徒の認識 

 読んだり、聞いたりした

ことからさらに聞いてみ

たいと思った情報を得る

ことができるようになっ

た。次は、より長く会話を

続けることができるよう

に様々な尋ね方を学習し

ていきたい。 題材と伝え合う内容 

自分たちが考えたロ

ボットについて 

終末の活動の工夫 （Interview形式） 

自分たちの考えたオリジナルロボットがどの家族に適するのかを考え、決

定していくことによる活動意欲の喚起。 

 

本単元の評価規準（評価方法） 

【コミュニケーションへの関心・意欲・態度】 【外国語表現の能力】 【外国語理解の能力】 【言語や文化に関する知識・理解】 

    言語：③３人称単数現在形の意味や用法を理解してい

る。 

（ワークシート、確認テスト） 

継続：①質問を織り交ぜて聞き手を話題に巻き込むように

話し続けている。 

（活動の観察・パフォーマンステスト） 

適切さ：②より詳しく知りたいことについて相手に

質問することができる。 

（活動の観察・パフォーマンステスト） 

  

 

本単元の指導の概要 

 ５  活用する時間  

 

 

４  即興性を高める時間  

 

 

３  正確性を高める時間  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２  基本的な表現を整理する時間 

 

 

１  導入の時間  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

第8時 

ねらい：オリジナルロボットのセ

ールスポイントを整理する活動

を通して、その特徴について三人

称単数現在形を正しく用いて話

すことができる。 

 

・ 

 

・作成した絵を用いて話せるよう

に個人で練習する。 

・ペアでそれぞれのロボットにつ

いて質問し合う。 

評価規準･･･③ 

第 9時 

ねらい：ロボットコーディネータ

ーとしてロボットができること

や、その機能についてより詳しく

知りたいことを質問することが

できる。 

 

 

 

・先生方からの依頼文を読む。 

・依頼内容に最も適したロボット

をメーカーとコーディネータ

ーに分かれて話し合う。 

評価規準･･･② 

第 10時  

ねらい：ロボットコーディネータ

ーとしてロボットができること

や、その機能についてより詳しく

知りたいことを質問することが

できる。 

 

 

 

・家族からの依頼文を読む。 

・テレビアニメに登場する家族を

例に最もそれらに適するロボッ

トを提案する。 

評価規準･･･② 

第 11時（本時）・第 12時 

ねらい：依頼を受けた家族に適し

たロボットを見つけるために、ロ

ボットコーディネーターとして

ロボットができることや、その機

能についてより詳しく知りたい

ことを質問することができる。 

 

 

・家族からの依頼文を読む。 

・依頼内容に最も適したロボット

をメーカーとコーディネータ

ーに分かれて話し合う。 

評価規準･･･② 

第 13時 

 

 

・パフォーマンステスト 

・単元テスト 

 

 

 

評価規準･･･①、②、③ 

 

 

 

 

 

   

第 5時 Get Part 1 

ねらい：ブラウン先生の家族紹介について読む活

動を通して、３人称単数現在形の肯定文の用法を

理解し、ブラウン先生になったつもりで両親の説

明をすることができる。 

  

 

・新出語句を確認する。 

・教科書の内容を理解する。 

・音読練習する。 

・ブラウン先生の両親について Retellingする。 

第 6時 Get Part 2 

ねらい：ブラウン先生の弟について説明を読む活

動を通して、三人称現在形の疑問文の用法を理解

し、ブラウン先生になったつもりで弟の説明をす

ることができる。 

 

 

・新出語句を確認する。 

・教科書の内容を理解する。 

・音読練習する。 

・ブラウン先生の弟について Retellingする。 

第 7時 Get Part 3 

ねらい：ブラウン先生の妹について説明を読む活

動を通して、３人称現在形の否定文の用法を理解

し、ブラウン先生になったつもりで妹の説明をす

ることができる。 

 

 

・新出語句を確認する。 

・教科書の内容を理解する。 

・音読練習する。 

・ブラウン先生の妹について Retellingする。 

第 2時 Get Part 1  Practice 

ねらい： クラスの仲間の生活リズムをたずねる活動を通して、自分以

外の誰かを紹介する時には一般動詞に-s、-esがつくことを理解し、自分

の生活リズムと比較して話すことができる。 

 

 

・一般動詞の三人称単数現在形について理解する。 

・教科書 p.71に取り組む。 

・自分の生活スタイルに最も近かった人を学級に紹介する。 

評価規準･･･③ 

第 3時 Get Part 2  Practice 

ねらい：クラスの仲間がすることについてクイズを出し

合う活動を通して、３人称現在形の肯定文や疑問文を正

しく用いて、第３者に説明することができる。 

 

 

・三人称現在形の疑問文について理解する。 

・教科者 p.73に取り組む。 

・クイズで得た情報を元に、他者紹介をする。 

評価規準･･･③ 

第 4時 Get Part 3  Practice 

ねらい: 食べ物やどうぶつなど嫌いなものをたずねて、

３人称単数現在形の否定文を正しく用いて、それぞれク

ラスの中で誰が何を嫌いなのか書くことができる。 

 

・教科書 p.75に取り組む。 

・自分の嫌いなものやしないことを書く。 

・自分と共通する仲間を探す。 

・それぞれ仲間の嫌いなものやしないことについて書く。 

評価規準･･･③ 

第 1時 単元の導入 

ねらい： ロボットコーディネーターとしてロボットができることや、その機能についてより詳しく知りたいことについて質問することが

できる。 

 
 

・世界の最新ロボットについての教師の話を聞く。 ・世界の・サザエさんの家族からの依頼文を読み取る   

・依頼内容に最も適したロボットをメーカーとコーディネーターに分かれて話し合う。 

・どのロボットがサザエさんの家族に合うものだったか交流する。  

サザエさんの家族にピッタリなロボットを見つけよう。 

 

 

ブラウン先生の両親はどんな人物だろう。 

 

ブラウン先生の弟はどんな人物だろう。 

 

ブラウン先生の妹はどんな人物だろう。 

 

自分と生活リズムがピッタリな人を探し出して、紹介しよう。 

 

嫌いなものが同じ人を探そう。 

 

Who is the friend?  ～クラスの仲間をたずね合おう～ 

 

家族にピッタリのロボットを見つけよ

う。 

 

ちびまる子ちゃんの家にピッタリなロ

ボットを見つけよう。 

ロボットのスペシャル機能をまとめよ

う。 

 

笠原中学校の先生方の家族にピッタリ

なロボットを見つけよう。 



５ 本時のねらい ロボットコーディネーターとして依頼を受けた家族に適したロボットを見つけるために、ロボットの特徴や機能などの詳しく知りたいことを質問したり、反応したりし

ながら対話することができる。 

過程 生徒の活動・学習内容  教師の指導・援助   ◆評価規準 

導入 

1. Warm Up : 本単元の文法事項に関わるクイズやSmall Talkを行う。 

2. Today’s Aim : 本時の課題を理解する。 

・例として教師が提示する家族からの依頼文を読み、どんなロボットを探してくるかを考え、交流する。 

 

 

・インタビューする際に大切にするポイントを板書で確認する。 

 

 

1. 三人称単数現在形を使ってものや人を紹介する練習をする。 

2. Oral Interactive Introductionにより、課題を導入する。 

 

 

 

 

・依頼内容に適したロボット探しのコツとその具体を生徒とやりとりし、板書に示す。 

展開 

3. Pre-Activity : 依頼文を読み取る。 

・様々な問題を抱えた家族からの依頼文を読み取る。 

・依頼を受けた家族に適するロボットを見つけるために、手紙の内容に関わった質問を考え、どんな質問

をしたらいいのかをペアで交流し、口頭で質問の練習をする。 

4. Main Activity 1 : ロボットコーディネーター とロボットメーカーに分かれて対話する。 

・インタービューした内容をメモスペースでメモをとる。 

・教師の合図で役割を交代する。 

5.Sharing Time : 中間交流で仲間の表現のよさを交流する。 

・途中で中間交流を位置づけ、生徒の課題や仲間の表現のよさを共有したりする。 

6. Main Activity 2 :  ロボットコーディネーター とロボットメーカーに分かれて対話する。 

C: 

M: 

C: 

 

 

M: 

C: 

M 

C: 

M: 

 

C: 

M: 

C: 

Hello. 

Hello.  Welcome to Kasahara Factory! 

I got a letter from Smiths family.   

I want a nice robot for them.   

Please tell me about your robot. 

OK.  This robot is Ashura.  It is Gold.  It has five arms. 

Wow.  It’s nice!  Question, OK? 

Yes, of course. 

The mother is very busy.  Does this robot cook? 

No, it doesn’t.  But it cleans well.  It is clean robot.   

It has many arms. 

No way!  It’s great.  Does it clean automatically? 

Yes, it does.   

That’s nice.  By the way, does it play with children? 

Yes, it does.  It has many arms.  It can play baseball.   

【        は質問している文、     は反応している文 】 
 

3. ペアで自分たちが受け取った依頼文をもとに、ロボットメーカーに対してする質問を考えさせ、

口頭で練習させる。 

・全員が確実にロボットメーカーに対する質問を発話できているかを見届ける。 

4. 導入時におさえたインタビューする際に大切にすることを適切に用いて対話できているかを机間

巡視し、自然なリアクションができている生徒にNice reaction. など認める声をかける。 

・サポートが必要と思われる生徒につき、質問するのに有効な表現を助言する。 

・情報のやりとりに集中させるために、会話中はメモを取らせない。メモスペースを設置し、そこ

でわかった情報を簡単にまとめてから次の場所に移動する。 

・うまく活動が進められていない実態がある場合は、Useful Expressionsを参考にして表現の確認

を行う。 

5. Sharing Timeでは、成果や課題を交流する場とし、その後のMain Activity 2に生きるポイント

をおさえて指導にあたる。 

・インタビューで大切な２つのポイントを意識できている生徒のよさを紹介し、認める。 

・仲間の表現で参考になる表現を全体で確認し、口頭練習し、使えるようにする。 

6. 中間交流で学んだことを生かして課題解決に向かえているかを観察する。 

・支援が必要な生徒は教師と共に発話したり、取り出し指導をしたりしながら必要な疑問文や動詞

を助言する。 

終末 

7. Post Activity : 家族に適するのはどのロボットかワークシートのメモをもとにペアで交流する。 

C1: 

 

C2: 

 

I want this robot.  Look.  It is 80%.  It is clean robot.  It has many arms.  It helps the 

mother. 

Wow.  That’s nice.  OK.  My turn. 

I want this robot.  Look.  It is 50%.  It is cooking robot.  It makes all foods in the world. 

 

8. Evaluation : 本時の課題にそって、学習を振り返る。   

・教師の話を聞いて本時の学習を振り返り、自己評価をするとともに、本時の高まりを確かめる。  

7.・この時間に得たロボットの情報をもとに、依頼を受けた家族にどのくらい適するか「％」で記入

する。 

 ・教師が示す例を参考にして、ペアで三人称単数現在形を用いて話させる。 

8．・自己評価シートに本時自分ができたことや次の時間への課題を記入する。 

・本時の課題に迫ることができた生徒の姿（質問や反応ができる姿。特に、やりとりの中で自分

で考えて話題を深める質問をする姿）について評価し、次の終末の活動後半に意欲的に取り組

めるようにする。 

 

家族にピッタリのロボットを探そう 

I got some letters from families around the world.  They have some troubles in their lives.   

You are robot coordinators.  Look at this!  It’s one of the letters.  Please read it.  If you have 

this letter, what kind of robot do you want?  （生徒に手紙を読ませる） 

Let’s talk and find the best robot for the family. 

Dear Coordinators, 

We want a new robot for 

our home.   

We are Smiths family.  I 

am a mother.  I am Ann.  I 

work hard.  I leave home at 6 

a.m.  I usually come home at 8 

p.m. 

Smith 

➀つながりのある質問で情報を詳しく聞き出そう  ②反応しながら対話しよう 

◆評価規準 

ロボットの特徴や機能についてより詳しく知りたいことについて質問したり反応し

たりしながら対話することができる。  【外国語表現の能力（適切さ）】（観察） 
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